令和２年度 中野区木造住宅耐震診断事業委託業者
《北部地域》 江原・江古田・沼袋・松が丘・上高田・中野及び東中野の全域
木造住宅耐震診断士
番号

事務所名

代 表 者

郵便番号

所 在 地

電話番号

ＦＡＸ番号
登録番号

氏

名

1 株式会社 若月工務店 若月一級建築士事務所

代表取締役 若月 慎司

165-0023 東京都中野区江原町2-31-7

03(3953)1166 03(3953)1713 H16-001 若月 慎司

2 株式会社 津田建築事務所 一級建築士事務所

代表取締役 津田 龍彦

164-0001 東京都中野区中野2-11-7

03(3381)4826 03(3384)3862 H16-009 津田 龍彦

3 株式会社 建築設計エスカルゴ 一級建築士事務所

代表取締役 鈴木 照男

164-0003 東京都中野区東中野1-22-21

03(3361)0170 03(3361)0172 H16-034 鈴木 照男

4 株式会社 アライワークス 一級建築士事務所

代表取締役 荒井 慎悟

164-0002 東京都中野区上高田5-46-1

03(3386)2708 03(3387)4765 H16-068 宮岡 泉

5 新栄建設 株式会社 一級建築士事務所

代表取締役 伊藤 誠一

164-0003 東京都中野区東中野3-2-12

03(3364)5661 03(3371)8249 H16-076 伊藤 誠一

164-0001 東京都中野区中野1-55-1

03(3363)4611 03(3363)4614

H16-082 中井 泰成
6 一級建築士事務所 株式会社 五味建築設計事務所 代表取締役 五味 道雄

H21-013 五味 伯文
7 有限会社 ケアデザインステーション 一級建築士事務所 代表取締役 末延 豊子

164-0002 東京都中野区上高田4-32-8

03(3385)1047 03(3387)9827 H17-001 末延 史行

8 一級建築士事務所 有限会社 アズコ・パートナーズ

代表取締役 安達 治雄

165-0026 東京都中野区新井5－5－15パレドール中野105

03(3387)0555 03(3387)0555 H17-007 齋藤 浩一

9 一級建築士事務所 株式会社 寺崎務建築研究室

代表取締役 寺崎 務

164-0001 東京都中野区中野3-47-13-3Ｆ

03(3383)6665 03(3383)6663 H17-011 寺崎 務

10 一級建築士事務所 株式会社 ヴァンクラフト空間環境設計 代表取締役 小杉 卓

164-0002 東京都中野区上高田5-47-12

03(5345)6233 03(5345)6244

R2-001 小杉 卓

11 株式会社 TSA建築設計

164-0002 東京都中野区上高田5-11-10ヴィラン哲学堂103

03(5913)6290 03(5913)6291

R2-003 田中 政一

代表取締役 田中 政一

令和２年度 中野区木造住宅耐震診断事業委託業者
《西部地域》 上鷺宮・鷺宮・白鷺・若宮・大和町・野方・新井及び丸山の全域
木造住宅耐震診断士
番号

事務所名

代 表 者

郵便番号

所 在 地

電話番号

ＦＡＸ番号
登録番号

1 有限会社 呉建築設計事務所 一級建築士事務所

代表取締役 呉 日煥

氏

名

165-0026 東京都中野区新井2-7-10-401 サンハイツ中野

03(3319)4630 03(3319)4635 H16-004 呉 日煥

2 一級建築士事務所 株式会社 賢プランズ設計事務所 代表取締役 福島 賢哉

165-0026 東京都中野区新井4-18-10-101 福島ビルディング

03(3388)6051 03(3388)6751 H16-006 福島 賢哉

3 株式会社 ヒグチ設計 一級建築士事務所

代表取締役 樋口 修

165-0026 東京都中野区新井1-23-19

03(3386)0701 03(3386)4062 H16-049 樋口 修

4 株式会社 荻原工務店 二級建築士事務所

代表取締役 荻原 智弘

165-0034 東京都中野区大和町1-1-21

03(3336)6601 03(3339)2510 H16-051 荻原 智弘

5 株式会社 泰成建築 一級建築士事務所

代表取締役 深澤 弘一

165-0026 東京都中野区新井4-32-4

03(3386)3233 03(3386)7985

H17-008 深澤 貞彦
H17-009 深澤 弘一
6 フジイデザインステュディオ 一級建築士事務所

藤井 兼祐

165-0034 東京都中野区大和町1-67-6 MTコート502

03(5942)9381

7 コネクト一級建築士事務所

滝川 淳

165-0026 東京都中野区新井4-15-5 中野薬師マンション403

03(5942)7367 03(5942)7369 H27-001 滝川 淳

8 株式会社 田建 二級建築士事務所

代表取締役 横田 邦雄

165-0032 東京都中野区鷺宮6-4-21

03(3926)5977 03(3926)5966 H27-005 横田 邦雄

9 有限会社 設計室ゆ・と・か一級建築士事務所

代表取締役 勝亦 裕一

165-0031 東京都中野区上鷺宮4-5-9-403

03(3825)6288

代表取締役 古関 浩幸

165-0033 東京都中野区若宮1-54-5

03(3330)3086 03(3330)6086 H27-009 古関 浩幸

10 株式会社 ワークス 二級建築士事務所

H21-019 藤井 兼祐

H27-008 勝亦 とも子

令和２年度 中野区木造住宅耐震診断事業委託業者
《南部地域》 中央・本町・弥生及び南台の全域
木造住宅耐震診断士
番号

事務所名

代 表 者

郵便番号

所 在 地

電話番号

ＦＡＸ番号
登録番号

1 株式会社 樋口工務店 一級建築士事務所

氏

名

代表取締役 樋口 和正

164-0013 東京都中野区弥生町4-5-7

03(3384)1511 03(3384)1513 H16-011 樋口 和正

2 有限会社 エイ建築コンサルタント 一級建築士事務所 代表取締役 佐野 敏明

164-0011 東京都中野区中央5-11-19

03(3382)8451 03(3382)8451 H16-020 佐野 敏明

3 綜和建設 株式会社 一級建築士事務所

164-0014 東京都中野区南台2-13-6

03(5340)7508 03(5340)7504

H16-055 古村 正和
代表取締役 古村 正和

H16-061 古村 和久
4 株式会社 栄建社 一級建築士事務所

代表取締役 金子 茂一

164-0012 東京都中野区本町4-9-14

03(5925)3321 03(5925)3373 H16-058 金子 茂一

5 有限会社 前田工務店 二級建築士事務所

代表取締役 前田 重春

164-0014 東京都中野区南台3-44-6

03(3380)2929 03(3380)2972 H16-062 前田 重春

6 一級建築士事務所 藤野建築設計事務所

藤野 雅人

東京都中野区本町1-32-24-801
164-0012
ライオンズマンション中野坂上第2 8階

03(5942)7833 03(5942)7844 H16-064 藤野 雅人

7 進藤建設 株式会社 一級建築士事務所

代表取締役 進藤 宣良

164-0012 東京都中野区本町1-25-4

03(3372)5454 03(3372)8714 H16-067 進藤 宣良

8 かね長桜建設 株式会社 一級建築士事務所

代表取締役 桜井 正人

164-0011 東京都中野区中央3-22-5

03(3369)8019 03(3366)7887 H16-078 桜井 克衛

9 ケイエイエヌ 一級建築士事務所

増田 寛

164-0014 東京都中野区南台4-14-10-502

03(3380)2691 03(3380)2691 H17-029 増田 寛

10 ワキムラデザイン一級建築士事務所

脇村 邦生

164-0012 東京都中野区本町4-48-9-603

03(3380)1911 03(3380)1911 H27-002 脇村 邦生

11 二級建築士事務所 石田工務店

石田 憲一

164-0013 東京都中野区弥生町3-12-2

03(3372)0029 03(3372)0029 H27-004 石田 憲一

12 一級建築士事務所 荻原雅史建築設計事務所

荻原 雅史

164-0012 東京都中野区本町6-44-3-101

03(6454)1427 03(6454)1429 H27-006 荻原 雅史

13 木下工務店設計室 一級建築士事務所

木下 豊繁

164-0014 東京都中野区南台2-46-1

03(3380)3800 03(3380)2822

R2-003 木下 豊繁

